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第 1 章　

はじめに

　地球の命，国の命，都市の命，人の命を考えます．地球は 46 億年

前に誕生しました．南アメリカの東海岸の形とアフリカ大陸の西海岸

の形には類似性があり，インドは遥か昔はアフリカの東にあった島で

あり，プレートの動きに乗って北に動きアジア大陸を押し続けていま

す．この結果，ヒマラヤ山脈は盛り上がりエベレストの頂上では遥か

昔の貝の化石が見つかるといいます．この動きは 2008 年 5 月の四川

大震災にも関係しています．地球には命があり，確かに生きているこ

とがわかります．日本はさらに複雑な 4 つのプレートの動きの上に乗っ

ており，火山などの山々が多い島国，そして地震の多発する国です．

地震の後に起こる大津波の恐ろしさも絶対に忘れることはできません．

さらに，日本列島への自然の猛威は厳しく，台風，強風，豪雨，豪雪，

火山の噴火，崖崩れ，洪水，高潮，地震や津波のあとに必ず起こる大

火災など，大きな自然災害は日本の各地で，毎年のように起きている

ことに心しなくてはなりません．

　地球の半径は 6 378 km，地震の震源深さは浅いものでは 10 km 程

度，積乱雲の高さは 10 km 程度です．人間は地球の表面に暮らし，半

径の約 1/500 の深さと約 1/500 の高さの間で起こる自然現象の中で

生きているといえます．我々専門家だけでなく一般の人々も「我々は

天と地のはざまで上手に生きる」ことを真剣に考え，安全かつ安心し

て暮らせる国をつくり，賢くまちや都市をつくらなければなりません．

　日本人の平均寿命はおよそ 80 歳であり，土木構造物や建築物は 60

年できれば 100 年以上使えるようにしたい．ここでは，わかりやすい

ように人間の働き盛りの年数と構造物の寿命をともに 50 年として考
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察を進めます．これより少し短い 30 年の間に 1 度の確率の頻度で，

ある人やある構造物の周辺を襲う大きさの自然の猛威があるとします．

その人はこの猛威を働き盛りの間に必ず受けると考えますから，この

猛威に負けない構造物やまちをつくり，暮らし方を工夫するに違いあ

りません．毎年 29/30 の率でこの猛威に遭わずに済みますから，50

年の全期間に遭わずに済む可能性は毎年の積み重ねでとして（29/30）
50 つまり 18.3 ％となり，残りの 81.7 ％の可能性でこの猛威に遭遇す

ることになります．一人の人生経験や一つの建物の寿命から判断して，

構造物や社会の強さを決めてつくる方法では，50 年の間に 8 割以上の

可能性でその猛威に遭うことになり，その度に壊れてしまう建物をつ

くることはしないでしょう．日本の建築基準法でも，諸外国の基準で

もこの程度の中小地震動には十分に耐えられるように土木構造物や建

築物を建設し，地震後にも続けて使えるようにしています．

　大きな災害は，歴史的かつ地球的に目を広げて調べれば，毎年のよ

うにどこかで起きています．個人的な人生の長さではなく，国や都市

の寿命に相当する長い年月を考えて，起こりうる自然の猛威の大きさ

を考える必要があります．半端な年数ですが，ここで 475 年に 1 度の

確率の頻度で起こる大きさの自然の猛威を考えます．過去の統計によ

ると 30 年に 1 度の地震動の約 4 倍の大きさの地震動になります．毎

年これ以上の猛威に遭わずに済む可能性は 474/475 であり，50 年の

間に 1 度も遭わずに過ごせる可能性は（474/475） 50，90 ％となります．

残りの 10 ％がこの猛威に遭う可能性であり，室町時代から今までの

時の長さの 475 年に 1 度，その地を襲う猛威に対処するように国や都

市をつくっていても，50 年の間には 1 割の率でこの猛威に遭遇するこ

とになってしまいます．日本の建築基準法の耐震基準は最低基準です

が，ここで示した程度の地震動を大地震動として考えています．この

大きさの地震動に対して，基準法では人命を防ぐために倒壊しないよ

うにつくることを目指しますが，残念ながら建築物に大きなひび割れ

が入り，傾いてしまい，使えなくなること，取り壊さねばならなくな
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ることを許容しています．

　ここでは一つの構造物の寿命を 50 年として考察しています．個々

の構造物ではなく都市や国の防災・減災を考えるなら，数百年，数千

年の寿命で考察すべきかも知れません．ただ，個々の構造物の寿命は

50 年長くても 100 年であり，それぞれ更新されていきます．これを

行う将来の技術は今より進展し，より安全な構造物を構築できるはず

だとの期待が基本にあると考えます．いつの時代でも，我々はこれら

の技術を進展させていく使命を持っています．

　米国で使われている数値ですが，縄文時代まで遡るような 2 475 年

に 1 度襲うような大きな自然の猛威を考える方法があります．毎年こ

の猛威に遭わずに済む可能性は 2474/2475 であり，50 年の間に 1 度

も遭わずに済む可能性は（2474/2475） 50 となり 98 % です．文明の

歴史の長さに戻って決めた自然の猛威に対処して国や都市をつくって

いても，50 年の間には，これを超える猛威に 2% の可能性で遭遇して

しまうことになります．

　東日本大震災のあと原子力発電所の耐震設計が大きな話題になり，

何十万年に一度起こるかどうかの地震や竜巻，火山の爆発を議論して

います．原子力発電所の大災害は，施設の災害にとどまらず，陸上や

海上の広い領域に放射能汚染を広げることになり，比べもののないほ

ど災害の大きさが甚大であり，ありうる自然の猛威をすべて考慮する

ことは必須です．

　ただ，人々は防災・減災のためだけに生きているわけではありません．

仕事のこと，老後のこと，家族のこと，親の看病，子供の教育など，日々

の生活で考えねばならないことは多くあります．これだけでなくスポー

ツや芸術，国内・海外への旅行など，人々にはしたいことが多くあり

ます．人々のこれらの思いだけでなく，日本国憲法に国は人々の財産

権は侵してはならないといわれており，一般的な構造物の強さを決め

るときに，原子力発電所と同じように考えるのは過剰だと人々も行政

も考えます．だからと言って，現在の建築基準のように，数百年に 1
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度で起こる地震動を考え，この地震で土木構造物や建築物が傾いてし

まい，使えなくなってしまうことを許す方法，東日本大震災で起きた

ように大津波で橋や建築物がすべて流されてしまい，まちや都市の復

興をゼロから始めなくてはならない方法は，基本的に我々の望むこと

ではありません．

　これからの目標は，極力損傷を減らし，少なくとも直せば使える土

木構造物や建築物でまちや都市を構成し，大地震や大津波に対して都

市の命の継続性を確保する努力が必要です．損傷を直すまでに若干の

滞りがあるかもしれませんが，取り壊すことがなくなり，まちや都市

がすべて流されるようなことがなければ，普段の生活に早く戻ること

ができるようになります．20 世紀初頭から蓄積してきた耐震技術を用

いれば，従来と変わらない建設費によって，損傷は極力小さく，損傷

したとしてもすべてを失うのではなく修復の容易な構造物の建設が可

能です．さらに，大きな自然を守り，動植物の自然の循環も壊さない，

海岸線や山地をコンクリートで埋め尽くす方法ではない賢い取り組み

が必要です．

　我々 21 世紀の専門家は，自然の猛威に負けずかつ自然を壊さない

方法で，都市計画・土木・建築の仕事を進めなくてはなりません．そ

れでなければ，都市の命だけでなく，国の命も危うくなります．

　この本は専門の方々が工夫して，高校生でも読めるように書かれて

います．防災・減災の基本は家族・コミュニティにあり，この延長線

上に市町村から国の対策があります．人任せにせず，家族の皆様で防災・

減災のことをよく考え，賢く安全な住み方，安心して暮らせるように

取り組んでいただけるようお願いいたします．
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2.1　災害列島日本を知る

　日本列島は，北海道・本州・四国・九州という大きな 4 つの島など

から構成され，その長さは約 2 000km に達します．すべての国土は，

環太平洋地震帯や火山帯に属しています（図 2.1.1）．気候は，列島全

体が温帯湿潤気候に属し，春夏秋冬の季節の違いがはっきりと現れま

す．これだけ季節の違いが明らかであるのは，世界でも日本だけだと

いわれています．「風光明媚」という言葉は，わが国の自然環境の豊か

さを表しているのです．

世界の主要な地震帯には，太平洋を取り巻く環太平洋地震帯と，インドネシアからヒマラ
ヤを通り地中海へ続くユーラシアプレート南縁の地震帯があります．環太平洋地震帯は大
部分が沈み込み境界です．ユーラシア地震帯には，沈み込み・衝突・横ずれの境界が連な
ります．

ユーラシア地震帯

環太平洋地震帯

図 2.1.1　世界の震源分布（1963-1977，M4.5 以上）と環太平洋地震帯
（出典：内閣府防災白書）
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　しかし，一方では自然災害の種類の多さやその発生する頻度，規模

の大きさにもつながっています．この特徴は昔から続いているもので

あり，古文書が残っている 6 世紀ごろから災害に関する記述が現れて

います．自然災害は歴史性と地域性という二大特徴を持っていますが，

日本ほどそれが顕著に認められる国は世界に例をみません．

　例えば，死者が 1 000 人を超えるような自然災害を巨大災害と定義

すれば，図 2.1.2 に示すように，7 世紀以降，地震，津波，高潮，洪

水の巨大災害が 20 回以上，それぞれでカウントすると合計 98 回発生

しています．火山噴火による大災害が 3 回と少なくみえますが，大規

模な火山噴火が起こっても，わが国では火山周辺に多くの人が住んで

いないこともあって，大災害になりにくいのです．これらの災害の中で，

地震や津波はかなり周期的に発生しているのに対し，高潮や洪水はあ

る時期に集中するという特徴を持っています．

　一方，地域性については，同じ災害でも場所が変われば特徴が変わ

るという性質があります．例えば，台風によって発生する高潮は，九

州の有明海や八代海，瀬戸内海の周防灘，大阪湾，伊勢湾，東京湾が

常襲地帯となっていますが，それぞれの海域で起こる高潮には異なる
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図 2.1.2　わが国で死者 1 000 人以上（推定）の大規模災害
（出典：防災教材「勇気をもって」関西大学・読売新聞社・NNN，2013）
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津波に負けない
住まいづくり

4.1　津波に負けない現代建築

　日本が世界で有数の地震国であることは誰でも知っています．東日

本大震災で大きな被害をもたらした津波については学校で勉強します．

日本が古くから大きな津波に遭遇し，被害を被ってきたことは小学生

でも知っています．津波のことをよく知っているにもかかわらず，い

つの時代も津波で多くの人が亡くなり，多くのものが流され，津波に

対して連敗してきました．

　東日本大震災における津波被害の一例を写真 4.1.1 に示します．こ

のように津波ですべてが流された状況はどうみても津波に負けていな

いとはいえません．東日本大震災ではこのような被害は数えきれない

ほどたくさんありました．

　日本はこれまで津波に勝ったことがありません．現在のように科学

技術が発達しても，東日本大震災ではやはり津波に敗れました．なぜ，

津波に勝てないのでしょうか．津波に勝つためにはどうしたらよいの

でしょうか．腰を据えて考えてみる必要があります．

　このまま何もせずにまた津波が来たら，東日本大震災のように多く

の方が亡くなり，多くの家が流され，流した涙がかわくまで長い時間

我慢しなければなりません．そのような悲劇はもう二度と繰り返して
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はなりません．そのためには，日本に住むみんなが津波について考え，

津波による被害のない国づくりをしていかなければなりません．自然

界に住む我々が自然界に安住していくためには，自然界と闘い，津波

に負けない方法を考えていかなければなりません．津波と闘うにはど

うしたらよいのでしようか．そのヒントは東日本大震災にあります．

　津波と闘うといっても何も自然界に無理強いをしようというわけで

はありません．自然界に無理強いをすれば必ずしっぺ返しを受けるか

らです．重要なことは東日本大震災を教訓にして，自然界と調和，融

合できる津波対策技術を用いて，津波減災を図っていかなければなら

ないということです．すなわち，これからの津波対策は「わが国の発

展した津波技術をいかに活用するか」にかかっていると言っても過言

ではありません．

　写真 4.1.2 は東日本大震災での宮城県南三陸町の津波による被害で

す．写真 4.1.1 と同様に津波で町全体が持っていかれた様子がわかり

ます．このような津波と闘っていくのには相当な覚悟がいることだけ

は断っておきます．

　本節のタイトルは「津波に負けない現代建築」ですが，津波に負け

写真 4.1.1　野田村（岩手県）の津波被害状況
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5.1　津波に負けないまちづくりの必要性

　今更，津波に強いまちをなぜつくらなければならないのかを解説す

る必要もないと思います．東日本大震災の被害状況をみれば，なぜ津

波に強いまちづくりが必要かはすぐわかります．ここでは，これまで

日本が津波に対して連敗してきた歴史からどうやって抜け出したらよ

いのかを具体的に提案しておきます．ただし，提案はあくまでも筆者（田

中）の私案であることをお断りしておきます．以下に示すことは東日

本大震災で被災したまちの復興にも活用できますが，これから津波が

来るであろう東海，東南海，南海地方の既存の都市にも大変有用だと

考えています．ぜひ，活用してほしいと思います．東海，東南海，南

海地方は日本経済の中枢を担っており，もし，この地方が東日本大震

災のような被害を受けたとしたら日本沈没になりかねません．現在あ

る都市，すなわち，既存の都市を改良して津波に強くするわけですが，

そのためには津波に負けない建築を用いるというこれまでにない発想

を導入しない限り不可能ではないかと考えています．都市は日々新し

く新陳代謝しています．この新陳代謝に提案している津波に負けない

まちづくりを適用することによって，津波に弱い既存の都市を津波に

強い都市につくり変えることが可能になると考えています．提案は別
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に大げさな都市再編を要求しているわけではありません．日常行われ

ている都市の新陳代謝を利用することによって津波に負けないまちづ

くりができます．津波に負けないまちづくりは，早いほどよいと思い

ますし，新陳代謝は毎日行われているわけで，行動が遅くなればなる

ほど津波に強いまちづくりのチャンスを失っていきます．早い決断と

実行を望みます．

5.2　津波に負けないまちづくりの目標

● まちづくりの基本的な考え方
　津波に負けないまちづくりをするにあたっての基本的な考え方は次

の 4 つではないかと考えています．

　① 津波に対して安全なまちにする

　② 津波に負けない建物を活用する

　③ 建物の「再使用」という概念を導入する

　④ まちの形態および人間生活の形態をあまり変えない

　上記の「① 津波に対して安全なまちにする」は当然の話ですから，

別に説明を加える必要もないと思いますが，これまでの災害後のまち

づくりをみていると「災害の安全性」があまりにも前面に強調されす

ぎて，まちの形態や人間生活の形態を壊しすぎて失敗している例が多

くみられます．気をつけなければなりません．

　「② 津波に負けない建物を活用する」については 4 節の「4.1　津波

に負けない現代建築」ですでに述べましたのでそちらを参照してくだ

さい．

　「③ 建物の「再使用」という概念を導入する」については，4.4 節の

「再使用の事例」で述べているのでそちらを参照してください．

　これまで，津波災害というと建物が流失してしまう場合が多く，残

存した建物を再使用するという議論や考え方が少なかったように思い

ます．現代建築は津波を受けても流失せずに残存できるようになりま
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あとがき

　東日本大震災からはや 4 年が経過しようとしています．心の傷がい

まだ癒えない方も多いのではないでしょうか．復興途中のところもた

くさんあると報告されています．このような悲劇は二度と繰り返して

はならないと思います．多くの涙を流す理由は津波被害にあります．

津波被害をなくさない限り悲しみは繰り返されます．

　津波被害を少なくするためには津波減災対策が必要です．この本の

執筆者らは津波減災対策の大切さを皆さんに知ってもらいたいと思い

「東日本大震災の教訓を後世に残すことを考える勉強会」を立ち上げま

した．

　東日本大震災の教訓の一つに，多くの建物が津波に対抗して残留し

ていたことが挙げられます．歴史的にみて，東日本大震災のように多

くの建物が津波に対抗して残留したことはありません．このことは，

今後建築物を津波減災対策に活用できることを意味しています．残留

した理由は日本の建築技術の進歩にあります．この事実からもわかる

ように，これからの津波減災対策は，日本の技術進歩の活用にかかっ

ていると言っても過言ではありません．

　しかし，建物が津波に流されないだけで津波に強いまちづくりがで

きるわけではありません．津波が終わった後で日常生活ができるよう

でなければ津波に強いまちとは言えません．水，電気，ガスはもちろ

んのこと，交通機関も動くようでなければなりません．

　生活していくためには経済に関係した生産関連のものも被害を受け

ないようにする必要があります．いずれにしてもやることは山ほどあ
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あとがき

ります．しかし，建物が残留していることが最も重要であることには

変わりありません．

　将来的に津波が来ると予想されている東海・東南海・南海の地震予

測地域が心配です．これから津波に強いまちづくりをしていくうえで

重要なことがもう一つあります．それは，津波防災意識の継承です．

いくらよい計画を作成しても，それを促進しようとする気持ちがない

のでは，事業が進まないことになります．津波伝承が大切です．津波

伝承は歴史上の一つの出来事のようにこれまで考えてきたところがあ

ります．津波に強いまちづくりのベースは津波伝承という津波防災意

識の継続にあることを忘れてはなりません．

　津波の伝承には若者の力が必要です．若者に，この本に書いてある

ことを実行してもらうことが重要だと考えています．これからの若者

は，世界の方々と一緒になって自分たちの考えている津波に強いまち

づくりを自信を持って発信し，実行していただければ本書の執筆者一

同，この本を書いた努力が報われます．

　もちろん，若者だけが津波に関係しているわけではありません．わ

が国の皆が力を合わせて助け合いながら津波に強いまちづくりをして

いく必要があることは言うまでもありません．そうなれば，執筆者ら

の喜びも倍増すると考えています．「天災は忘れたころにやって来る」

というようなことがなくなることを願いつつ，あとがきにしたいと思

います．
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